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広報しょうわ　お知らせ版　No.022 (1)

狩猟免許試験(わな猟免許)のご案内

　有害鳥獣による農作物等への被害防止または
軽減のため、わな猟免許を取得し捕獲作業を実
施しましょう。
【受験資格】福島県内に住所を有する 18歳以上の方
★受験を希望する方は、事前に産業建設課産
業係にご相談ください。

申込みに必要な書類（狩猟免許申請書や医師
の診断書等）作成の説明をいたします。
※産業係において申込みに必要な書類を準備
しておりますが、福島県自然保護課のホーム
ページでも確認できます。

★狩猟免許試験日程（福島県主催）

開 催 日 令和 2年 8月 1日 (土 )

場 所 郡山市労働福祉会館

免許種類 わ　な

受付期間 令和 2年 7月 3日 (金 )まで
（郵送又は持参）

★新規狩猟者育成事業
わな猟免許取得に伴う費用の一部を助成しま
すのでご相談ください。

問 産業係 ☎  57-2117

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次のイベント・事業は中止・延期となり
ますので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

6/17,19
    22,24 人間ドック 中止

6/22 子宮がん集団検診 中止

6/29 乳がん検診（超音波検査） 中止

6/30 健康づくりセミナー 中止

7/5 河川クリーンアップ作戦 中止

7/18 からむし織の里フェア 中止

7/18-19 喰丸小芸術祭 中止

7/28-30 総合健診 中止

7-8月 草加市自然教室受け入れ 中止

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　（保健福祉課） ☎ 57-2645

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
 ご確認ください。

周知 周知

南会津生活バスの時刻表について

　6月に東武鉄道及び会津鉄道でダイヤ改正があ
りましたので、それらを反映した新しい時刻表
を配布いたします。電車を使って外出する際に
は改めてご確認ください。
※バスの運行時刻には変更ございません。
問 総務企画係 ☎  57-2117

周知
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診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は必ずマスクを着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
まずお電話でご相談ください。（57-2255）

○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス

6月18日 (木 ) 〇 〇 松山～野尻

　19日 (金 ) ○ 〇 大芦

22日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　23日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  24日 (水 ) 検査日 ○

　  25日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  26日 (金 ) ○ 〇 大芦

28日 (日 ) 内科休日救急診療当番日

29日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　30日 (火 ) ○ ○ 上昭和

7月 1日 (水 ) 検査日 ○

　  2日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  3日 (金 ) ○ 〇 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。
※一般受付１番から３番程度（当日の状況に　
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30 (受付 11:15まで )
　  午後　14:00～ 16:00 (受付 16:00まで )
○  歯科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30
　  午後　13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

昭和駐在所からのお知らせ

○ 5月中、県内で交通死亡事故が多発しました！
　会津方部のいたるところで交通取締りが強化
されています。改めて以下の 3点にご注意くだ
さい。
①シートベルトの着用 (全席 )
②スピードの遵守 (標識をよく見て )
③夕方お散歩する際には反射材の着用を
※村内でも道の駅・松山スノーシェッド・駐
在所などで交通取締りを実施している時があ
ります

○ 子供たちの通学が再開されました。
　引き続き、地域の力で子供たちを守る
「ながら見守り」へのご協力をお願いします。
車を運転する方は、子供たちのそばを通ると
きは
・スピードをゆるめて！
・横断歩道に子供たちがいないか確認してくだ 
   さい。

〇まだまだいます。なりすまし詐欺
　新聞で、時折見ます、詐欺被害。
　手口も、警察官や金融機関等の職員を騙る
ものから、新型コロナウィルス感染症の流行
に便乗したものまで様々です。おかしいなと
思ったらすぐ駐在所まで聞いてください。
　警察官が「見せて」というのはキャッシュ
カードではなく運転免許証です。お気をつけ
ください。

　問 会津坂下警察署　昭和駐在所 ☎  57-2110

周知 周知
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姉妹都市埼玉県草加市へ野菜などの販売に行きませんか？
草加市での「田舎の野菜便」の出店者を募集します！

　姉妹都市交流事業として、「昭和村の春の味覚
フェア」の開催、「田舎の野菜便」や「草加朝顔市」、
「草加ふささら祭り」への参加、春・秋・冬の「昭
和村体験ツアー」の実施により両市村の交流を
深めています。
　田舎の野菜便は毎年 7～ 11月に草加市で開催
されるイベントで、昭和村産の野菜やお米、特産
品などを出張販売しています。
　村民と交流できる「田舎の野菜便」を草加市民
の方は楽しみにしており、毎回多くの方が来場さ
れます。

　草加市での田舎の野菜便に出店してくださる
個人、団体などを広く募集します。野菜やお米、
山菜などを販売し、草加市民の方と交流するこ
とが目的です。出店は1回だけでも結構ですので、
興味のある方は観光交流係へご連絡ください。

【開催場所】
　草加市物産・観光情報センター
　●住所：草加市氷川町 1978
　　（※東武スカイツリーライン草加駅西口高架下）
【開催日程】

月日（予定） 場所

8月 1日

草加市
物産・観光情報センター

8月 29日

9月 12日

10月 24日

11月 14日

　問 観光交流係 ☎ 57-2124

募集

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。

福島県新型コロナウイルス感染症拡大
防止給付金申請について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
外出自粛等により大きな影響を受け、売上が大
幅に減少している事業者に対し、解除後に向け
た準備等に要する経費を支援し給付金を交付し
ます。
1.交付対象者
・県内の中堅・中小企業
・小規模事業者
・フリーランスを含む個人事業者等

2.交付要件
○ 2020年 4月期又は 5月期の売上が対前年
同月比 50％以上減少したことを理由として
国の「持続化給付金」の交付を受けた者

※ただし、福島県新型コロナウイルス感染症拡
大防止協力金の交付対象となる者は除きます。
○「新しい生活様式」への対応など感染防止
策に取り組んでいること。

3.交付額
 10万円

4.申請に必要な書類（予定）
○申請書
○対象月の月間事業収入がわかる書類
○国の持続化給付金の交付を受けたことがわ
かる書類　など

5.申請手続き・お問い合わせ
申請開始時期、申請方法など制度の詳細につ
きましては、決定次第公表されます。

●専用相談窓口（コールセンター）
☎ 024-521-8575
受付時間：午前 9時 30分から午後 5時 30分まで
※ 5月 15日より土日祝日も受け付けます。

　問 産業係 ☎ 57-2117

周知
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両沼医師会医療機関での胃カメラ検査
「胃がん施設検診」のご案内

　両沼医師会医療機関での胃がん施設検診 (胃カ
メラ検査 )を実施します。
  〈対象者〉

50歳以上の偶数年齢の方（来年の 3月 31日
現在の年齢算出。右記の表参照。）

  〈実施期間〉
令和 2年 7月 1日～令和 3年 1月 31日まで

  〈検診料金〉
2,000円 (当日医療機関にお支払いください。)
※生検及びピロリ菌検査等が必要になった場合
には保険診療に切り替えての実施になり、保
険診療分の医療費は受診者の負担となります。

  〈受診方法〉
①申込書を保健福祉課まで提出ください。
申し込み締め切り：令和2年6月30日 (火 )

②後日、受診票を送付いたします。
③各自、希望の指定医療機関 (下記 )に予約し
て検査を受けます。

  〈実施医療機関〉
・坂下厚生総合病院
・高田厚生病院
・福島県立宮下病院
・金山町国民健康保険診療所
・もこぬま内科消化器科医院

  〈注意点〉
　次の方は胃カメラ検査を受けることができません。
●妊娠中、または疾患の種類にかかわらず、入院中の方
●胃疾患で治療中の方
●胃全摘手術後の方
●咽頭・鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡カメラが挿入できない方
●呼吸不全のある方
●急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患がある方
●出血傾向またはその疑いのある方　
●血圧が極めて高い方
●全身状態が悪く、胃カメラ検査に耐えられないと判断された方
●同意書の取得ができない方
●検査前の注意事項を守られていない方
●会社等の検診・被扶養者検診で同等の検診を受ける機会がある方
※ 安全な検診を実施するため、場合により検査を中止
する場合があります。

※ 血液をサラサラにする抗血栓薬を使用中の方は事前
に申し出てください。

令和２年度　胃カメラ検査対象年齢一覧　

年齢 生年月日

50歳 S45.4.1 ～ S46.3.31
52歳 S43.4.1 ～ S44.3.31
54歳 S41.4.1 ～ S42.3.31
56歳 S39.4.1 ～ S40.3.31
58歳 S37.4.1 ～ S38.3.31
60歳 S35.4.1 ～ S36.3.31
62歳 S33.4.1 ～ S34.3.31
64歳 S31.4.1 ～ S32.3.31
66歳 S29.4.1 ～ S30.3.31
68歳 S27.4.1 ～ S28.3.31
70歳 S25.4.1 ～ S26.3.31
72歳 S23.4.1 ～ S24.3.31
74歳 S21.4.1 ～ S22.3.31
76歳 S19.4.1 ～ S20.3.31
78歳 S17.4.1 ～ S18.3.31
80歳 S15.4.1 ～ S16.3.31
82歳 S13.4.1 ～ S14.3.31
84歳 S11.4.1 ～ S12.3.31
86歳 S9.4.1 ～ S10.3.31
88歳 S7.4.1 ～ S8.3.31
90歳 S5.4.1 ～ S6.3.31
92歳 S3.4.1 ～ S4.3.31
94歳 T15.4.1 ～ S2.3.31
96歳 T13.4.1 ～ T14.3.31
98歳 T11.4.1 ～ T12.3.31

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集



外出（往来） 

６月 19 日から 

６月 30 日まで 

◆東京・神奈川・千葉・埼玉・北海道への 

不要不急の外出（往来）は慎重に判断 

◆その他の地域は目的地の感染状況を 

確認し判断する 

７月１日から 
○ 

※ただし、目的地の感染状況を確認し判断する 

会議・講演会 

◆座席は１ｍ以上開ける 

◆マスクの着用、前後に手洗いや手指消毒を行う 

◆１時間ごとに５分から１０分程度の換気を行う 

◆できるだけ短時間での開催を工夫する 

会食・ 

お茶のみ 

◆できるだけ少ない人数で、座席は１ｍ以上開け、対面を避ける 

◆大皿に盛らず個別に取り分ける 

◆個包装のお菓子・缶やペットボトルの飲み物を活用する 

 

 

                                 令和２年６月１７日発行 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

外出の自粛等につきまして、国・県の段階的な緩和の目安が示されて 

おりますが、高齢者が多い本村ではより一層注意が必要であることから、 

昭和村としての段階的な緩和の目安と、感染防止対策をお示ししますので 

皆様のご協力をお願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症 

感染防止対策のお願いについて 

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 

電話 57-2645 （２４時間対応） 



　　      令和2年6月17日現在

施設名 場　所 用　途 利用人数目安 備　考

会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
２０人

運動(体操や踊り等） １２人

調理実習室 調理 １６人

和室
会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
１０人

会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
２０人

運動(体操や踊り等） １２人

会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
１５人

運動(体操や踊り等） １０人

ホール 式典・講演会・発表会等 ９０人

ホール(舞台上） 活動・発表練習等 １５人

調理 　６人

作業活動 １２人

集会室１
会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
１０人

集会室２
会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
１５人

音楽室
会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
２０人

図書室
会議・講習会(座学）

手工芸等(作業活動）
１５人

現在は民具展示中

のため使用不可

教室 撮影等 １０人

※風邪症状のある方や、体調の悪い方は施設の利用をご遠慮ください。

※施設を利用する際は、裏面の感染防止対策についてご協力ください。

※施設での感染発生時に対応するため、利用する方のお名前を確認させていただく場合があります。

※地域の感染状況等により施設の利用について変更がある場合は再度ご案内いたします。

村内各施設の利用について

昭和村公民館

５７－２１１４

すみれ荘

５７－２６４５

喰丸小

５７－２１２４

６月は村内の方の

みの利用。

７月から県内・県

外の方も利用可

(外部講師等）

６月中は会津管内

の方のみ、７月か

ら県内・県外の方

の利用可

保健指導室

　村内各施設における場所毎の利用人数の目安については当面の間、下記のとおりとさせていただ

きます。用途によって変更になる場合もありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

研修室

調理実習室

視聴覚室



胃がん施設検診申込書　 ▼　保健福祉課 (FAX 57-2649)

氏名 年齢 住所 個人情報
取扱確認

昭和村大字

番地  

希望医療機関

※　検診の実施にあたり必要な内容について検診実施機関に提出することについてご承諾ください。
　　検診に関する個人情報は、昭和村個人情報保護条例を遵守して取り扱います。
　　個人情報の取り扱いについてご承諾いただける場合は、上記「取扱確認欄」に○印をご記入くだ
さい。同意いただけない場合は、お申し込みいただけません。

　お申し込み一覧



昭和村南会津町生活バス時刻表
運行期間：令和２年４月１日～令和２年１１月３０日(令和２年６月改正版)

松 山 発

松山 6:50 12:40 16:30

野尻菅家前 6:51 12:41 16:31

中向中央 6:54 12:44 16:34

昭和温泉 6:56 12:46 16:36

阿久戸 6:58 12:48 16:38

オーハラ堂前 6:59 12:49 16:39

下中津川学校前 7:01 12:51 16:41

公民館前 7:02 12:52 16:42

小中津川中島 7:03 12:53 16:43

からむし織の里 7:04 12:54 16:44

上佐倉 7:04 12:54 16:44

喰丸下 7:07 12:57 16:47

羽染商店前 7:07 12:57 16:47

下両原 7:10 13:00 16:50

日落沢入口 7:12 13:02 16:52

浅布 7:35 13:25 17:15

上高野 7:37 13:27 17:17

岩下入口 7:41 13:31 17:21

県立南会津病院 7:42 13:32 17:22

西町 7:46 13:36 17:26

合同庁舎前 7:47 13:37 17:27

田島駅前 7:50 13:40 17:30

会津若松方面へ

田島発 9:45 14:26 17:46

会津若松着 10:49 15:29 18:54

東京方面へ

田島発 8:07 13:49 17:49

浅草着
(特急乗換)

11:15 18:11 21:05
(直通）

リバティ会津（鬼怒川温泉） （鬼怒川温泉）

新宿着
(特急乗換)

－ 17:19 －
（鬼怒川温泉）

会津若松方面から

会津若松発 9:32 12:51 16:25

田島着 10:34 13:57 17:34

東京方面から

新宿発
(特急乗換) － －

13:00
（鬼怒川温

泉）

－

浅草発
(特急乗換)

7:30
（鬼怒川温泉

11:00
（〃）

リバティ会津

13:30
（下今市）

14:30
（直通）

リバティ会津

田島着 10:37 14:08 16:59 17:42

田 島 駅 前 発

田島駅前 11:15 14:30 18:00

合同庁舎前 11:17 14:32 18:02

西町 11:18 14:33 18:03

県立南会津病院 11:20 14:35 18:05

岩下入口 11:21 14:36 18:06

上高野 11:23 14:38 18:08

浅布 11:25 14:40 18:10

日落沢入口 11:48 15:03 18:33

下両原 11:50 15:05 18:35

羽染商店前 11:52 15:07 18:37

喰丸下 11:52 15:07 18:37

上佐倉 11:55 15:10 18:40

からむし織の里 11:55 15:10 18:40

小中津川中島 11:57 15:12 18:42

公民館前 11:58 15:13 18:43

下中津川学校前 11:59 15:14 18:44

オーハラ堂前 12:01 15:16 18:46

阿久戸 12:02 15:17 18:47

昭和温泉 12:05 15:20 18:50

中向中央 12:07 15:22 18:52

野尻菅家前 12:10 15:25 18:55

松山 12:15 15:30 19:00

≪田島駅までの運賃≫
両 原 ～ ¥1,010

からむし織の里 ～ ¥1,120
公民館前 ～ ¥1,180
昭和温泉 ～ ¥1,300
松 山 ～ ¥1,430

昭 和 村 南 会 津 町 生 活 バ ス

お問い合わせ
昭和村役場 総務課 0241-57-2111
金子観光 金子建設（株） 0241-57-2211
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